
鎌倉投信鎌倉投信

第第 3 3 回回 「結い「結い 21012101」受益者総会」受益者総会

～ も っ と 家 族 で 楽 し む 受 益 者 総 会 ～～ も っ と 家 族 で 楽 し む 受 益 者 総 会 ～

2012年9月29日（土） 9:30～16:00 【 9:00 受付開始 】

建長寺 大庫裡

神奈川県鎌倉市山ノ内８（アクセスは裏面をご参照ください）

日時

場所
神奈川県鎌倉市山ノ内８（アクセスは裏面をご参照ください）

<午前の部>

9:30- 9:35 開演挨拶

9:40-10:20 「結い 2101」決算・運用報告
10:25-11:25 “いい会社”の経営者講演 [テーマ：共生]

講演会
プログラム

10:25-11:25 “いい会社”の経営者講演 [テーマ：共生]
11:30-12:10 パネルディスカッション・受益者との対話
12:10-12:15 午前の部閉会挨拶

<午後の部>
13:15-13:20 開演挨拶
13:25-14:05 「結い 2101」決算・ 運用報告13:25-14:05 「結い 2101」決算・ 運用報告
14:10-15:10 “いい会社”の経営者講演 [テーマ：匠]
15:15-15:55 パネルディスカッション・受益者との対話
15:55-16:00 閉会挨拶

決算日（2012年7月19日）時点での「結い 2101」の受益者とその家族参加資格 決算日（2012年7月19日）時点での「結い 2101」の受益者とその家族参加資格

参加者募集期間 2012年8月3日（金）～13日（月）
キッズスペース利用申込みも8月13日（月）まで

【主催】 鎌倉投信株式会社

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下4丁目5-9

お問い合わせ TEL：050-3536-3300       Email： Contact@kamakuraim.jp



アクセス

JR横須賀線　北鎌倉
徒歩　約18分（約1,400m）

JR横須賀線　鎌倉駅東口
徒歩　約25分（約1,830m）徒歩　約18分（約1,400m）

江ノ電バス（北鎌倉～建長寺）　約5分　建長寺バス停よりすぐ
　　料金：200円
江ノ電バス時刻表（土休日）
北鎌倉停留所　鎌倉駅方面
8時 6 18 33 48
9時 10 34 54

徒歩　約25分（約1,830m）
江ノ電バス（鎌倉駅東口～建長寺）　約10分　建長寺バス停よりすぐ
　　料金：170円
江ノ電バス時刻表（土休日）
鎌倉駅東口停留所　大船駅・上大岡駅・本郷台・七里ヶ浜方面
8時 26（上） 42（本） 55 20（七）
9時 12 36（上） 55

10時 9 28 56
11時 16 35 55
12時 15 34 55
13時 18 35 55

10時 15 39（上）
11時 0（本） 20 44（上）
12時 5 25 45
13時 5（本） 25 49（上）
無印：大船行き　（上）：上大岡行き　（本）：本郷台行き　（七）：七里ヶ浜行き



＜受益者総会の開催について＞

本総会は、鎌倉投信が設定運用する投資信託「結い 2101」の受益者の皆様に、
「結い 2101」の決算、運用状況をより良くお伝えするため、また重大な約款変更等
の承認事項の説明のため、更には、投資家、投資先企業、運用者が結ばれる場との承認事項の説明のため、更には、投資家、投資先企業、運用者が結ばれる場と
して、原則として年に一度、決算後に定期開催するものです。

「結い 2101」に投資した結果として得られる、受益者の皆様の心の満足度が高
まる「場」になれば幸いです。なお、プログラムの内容は次のとおりです。

☆「結い 2101」決算・運用報告

「結い2101」の運用責任者である資産運用部長の新井が、第3期決算を踏まえ
た決算内容と運用状況について報告致します。

☆“いい会社”の社長・会長 講演

今年は「共生」「匠」のテーマで、投資先のいい会社の講演を行います。今年は「共生」「匠」のテーマで、投資先のいい会社の講演を行います。

【午前】 「テーマ：共生」

♦ （株）ツムラ 代表取締役社長 加藤照和氏
21世紀を生き抜く 新たなるツムラの経営戦略

～ 理念を土台に人と社会を幸せにする会社を目指して ～（仮）

♦（株）トビムシ 代表取締役 竹本吉輝氏
林業を通じて創る地域活性化のデザイン

～ 日本の林業再生に挑むトビムシの挑戦 ～

【午後】 「テーマ：匠」

♦（株）ユーシン精機 代表取締役社長 小谷眞由美氏
世界最速の取出ロボットで、世界のものづくりに貢献する

～ 業界の常識を覆すユーシン精機のあくなき革新力 ～

♦（株）デジタルハーツ 代表取締役社長 宮澤栄一氏
「チェックド・バイ・ジャパン」が世界を変える「チェックド・バイ・ジャパン」が世界を変える

～ デジタル社会を通じて 人と人とを繋ぐ「心」の経営を目指して ～

☆パネルディスカッション・受益者との対話

それぞれのいい会社講演の後、当社社長の鎌田がモデレーターをつとめ、
パネルディスカッションや投資先の“いい会社”と受益者との対話を行います。

総会当日、皆様とお会いできることを楽しみにしています。

鎌倉投信株式会社 役職員一同



パネリスト紹介 （敬称略）

加藤 照和（かとう てるかず）
㈱ツムラ 代表取締役社長
愛知県生まれ。1986年に津村順天堂（現ツムラ）入社。経理部、社長室、経営企画室などを経て、愛知県生まれ。1986年に津村順天堂（現ツムラ）入社。経理部、社長室、経営企画室などを経て、
1999年より米国駐在事務所に赴任。2001年には米国子会社TSUMURA USA,INC.の取締役社長
に就任。また同年、複数の日本企業が出資する合弁会社で、北米地域におけるトイレタリー用
品、一般用医薬品等の輸入販売を行なうPacific Marketing Alliance, Inc.の取締役社長にも就任。
6年半の米国勤務を経て2006年に広報部長として帰国、漢方の啓発活動や企業ブランドの向上
に注力した。2011年の取締役執行役員就任を経て、2012年代表取締役社長就任。

竹本 吉輝（たけもと よしてる）竹本 吉輝（たけもと よしてる）

㈱トビムシ 代表取締役
神奈川県生まれ。外資系コンサルティング会社等勤務を経て、環境コンサルティング会社を設立、
経営。その後、アミタ株式会社へ合流、同社経営戦略本部戦略統括を経て株式会社トビムシ代
表取締役、現職。ワリバシカンパニー株式会社代表取締役、株式会社西粟倉・森の学校他非常
勤取締役を兼務。専門は環境法。財務会計・金融の知見を加味した環境ビジネスの実際的、多
面的展開にも実績多数。

小谷 眞由美（こたに まゆみ）
㈱ユーシン精機 代表取締役社長
高知県生まれ。ユーシン精機創業者である小谷進と婚約し、1973年10月ユーシン精機入社。以
来、技術開発役の夫と共に、営業担当役として二人三脚で経営に携わる。1982年取締役、1989
年副社長就任。2002年代表取締役社長に就任。現在、京都経済同友会常任理事（2007年4月
～2009年4月副代表幹事）、日本ロボット工業会理事（2010年5月～2012年5月副会長）などの公～2009年4月副代表幹事）、日本ロボット工業会理事（2010年5月～2012年5月副会長）などの公
職を務める。2008年藍綬褒章受章。

宮澤 栄一（みやざわ えいいち）
㈱デジタルハーツ 代表取締役社長 CEO
栃木県生まれ。1991年に有限会社宮澤商事に入社し家業に従事。同社の倒産を経験し、役者
を目指して上京。アルバイト生活の傍ら、作詞家として大手音楽プロダクションに所属。その時代を目指して上京。アルバイト生活の傍ら、作詞家として大手音楽プロダクションに所属。その時代
に出会った「フリーター」と呼ばれていた仲間たちの特殊な「能力」を世の中で活かすべく、2001
年にデジタルハーツを創業。ゲームをはじめ、様々なソフトウェアの不具合をユーザーの目線で
見つける作業（ユーザーデバッグ）を主力サービスとして提供しており、2011年東証一部に上場。
現在は海外展開も積極的に行っている。

鎌田 恭幸（かまた やすゆき）

鎌倉投信㈱ 代表取締役社長鎌倉投信㈱ 代表取締役社長
外資系信託銀行の副社長を退任後、鎌倉投信を創業。20年以上にわたる資産運用業務の経験
を有する。個人投資家の資産を育むと共に、人をつなぎ、世代をつなぎ、豊かな社会を創造する
新たな投資信託を目指している。著書に「外資金融では出会えなかった日本でいちばん投資したい
会社」（アチーブメント出版）

新井 和宏（あらい かずひろ）

鎌倉投信㈱ 取締役資産運用部長鎌倉投信㈱ 取締役資産運用部長
日系信託銀行、外資系投信投資顧問会社等を通じて20年にわたり資産運用業務に携わる。投
資調査研究、株式、通貨の運用等を行ってきた。豊富な運用経験を有し、前職での運用資産
額は、1兆円を超える。2008年11月 鎌倉投信を創業。資産運用部長として運用業務を統括す
る。日本中を飛び回り、社会をほんとうに豊かにする価値ある会社を探し求めている。



ご 案 内

※受益者総会は、講演会場（メイン会場）、映像会場、展示会場の３会場で構成されています。

※講演会場は収容人数に制限があるため、午前・午後の完全入れ替え制となります。
お申込みの際、講演会場への参加希望時間帯をお選びください。
なお、講演会場へは、当日お越し頂いた方から順にご案内します。ご来場者が講演会場の収

容人数を超える場合には、隣の映像会場でご覧いただくことをお願いする場合がありますの
でご承知おきください。

※映像会場では、講演会場の様子をスクリーンにて、座ってご覧いただけます。また、パネル
ディスカッションの時には講演者への質問も可能です。映像会場は午前・午後に関係なく出入
り自由です。

※展示会場では、いい会社の展示ブース、いい会社による書籍・グッズ・パン等の販売がありま※展示会場では、いい会社の展示ブース、いい会社による書籍・グッズ・パン等の販売がありま
す（一部有料）。展示会場は午前・午後に関係なく出入り自由です。

※午前の部開演前とお昼休みに、講演会場と映像会場にて、「鎌倉投信のあゆみ」「いい会社
訪問～ツムラ編～」「いい会社の社長インタビュー」などの映像を放映します。ここでしかご覧
いただけない映像です。是非ご覧ください。

※乳幼児同伴のご参加も歓迎です。
展示会場の一角にキッズスペースを設け、保育士の方にお世話をしていただきます（利用料

無料）。ご利用には事前の申し込みが必須となりますので、ご希望の方は別紙をよくお読みの
うえ利用申込みをしてください。

※後日、参加者の皆様へ、建長寺入山券と受益者総会入場券を同伴者分も含めて郵送いたし※後日、参加者の皆様へ、建長寺入山券と受益者総会入場券を同伴者分も含めて郵送いたし
ます。 9月20日までにお手元に届かない場合はメールまたは電話でご連絡ください。
お申込みの際、参加希望時間帯を「どちらでも可」に選択いただいた方には、入山券・入場券
発送の際にご参加いただける時間帯を通知します。

※入山の際に、入山券を券売所にご提出いた
だければ拝観料は不要です。
なお、再入山はできません。再入山する場
合は各自で拝観料をお支払いください。
また、入山券を忘れた場合も、各自でご負
担願います。

※建長寺では17時より坐禅会を開催していま
す（予約不要、参加費無料です）。す（予約不要、参加費無料です）。



鎌倉投信 第3回 「結い2101」 受益者総会 参加申込書

FAXまたはホームページからお申し込み下さい。
お申し込み先 ： 鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部お申し込み先 ： 鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部

FAX： 050-3536-3301

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kamakuraim.jp
口座番号口座番号

住所
〒

氏名

（ご家族 人）

※ご家族もご一緒に出席される場合は、ご家族欄に人数を記入下さい。
（例：お客様がお子様１人とご本人の計お２人で参加される場合は、１とお書き下さい。）

電話番号 メールアドレス

講演会への
参加希望時間帯 午前 午後 どちらでも可 （いづれかに○をつけてください）

□個人情報を㈱サクセスアカデミーへ提供することを了承し利用を申し込みます。

キッズスペース
の利用

□個人情報を㈱サクセスアカデミーへ提供することを了承し利用を申し込みます。

（□に✔を入れてください。チェックがない場合は受付けできません。）

お子様の氏名 年齢

お子様の氏名 年齢

＜資産運用に関する注意事項＞

本資料は、鎌倉投信によって作成された投資家向けの情報です。投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の
判断は、お客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。

・投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また、「結い 2101」は、
投資者保護基金の対象でもありません。

お子様の氏名 年齢

投資者保護基金の対象でもありません。

・投資信託は金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。

・本資料記載の情報は、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値等を保証も
しくは示唆するものではありません。

・本資料記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。また本資料は、鎌倉投信が信用するに足ると判断
した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

・本資料の使用権は、鎌倉投信に帰属します。・本資料の使用権は、鎌倉投信に帰属します。

・「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。

・「結い 2101」のご購入の際は、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事項説明書
あらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。

鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293号

加入協会：社団法人 投資信託協会



キッズスペースのご案内

キッズスペースでは、保護者の方が講演にご参加されている間、保育士の方にキッズスペースでは、保護者の方が講演にご参加されている間、保育士の方に
お子様を預かって頂けます。

ご利用には事前の申し込みが必要です。当日の急なお預かりはできませんの
で、以下をよくお読みの上、お申込み下さい。

預り日時： 2012年9月29日（土）預り日時： 2012年9月29日（土）
9:00～12:15、12:45～16:00
※昼休みは保護者の方とお過ごしください。

利用料金： 無料
対象児童： 生後6ヶ月～未就学児

※集団での保育が難しい場合、ご利用をお断りする場合があります。※集団での保育が難しい場合、ご利用をお断りする場合があります。

定 員： 各時間帯8名まで
申込期限： 2012年8月13日（月） ※定員に達した場合、お断りすることがあります。

＝ご注意＝

・キッズスペースには限りがあるため、午前の講演会にご参加の方は午前の時間帯、午後の
講演会にご参加の方は午後の時間帯にご利用いただきますようお願いいたします。講演会にご参加の方は午後の時間帯にご利用いただきますようお願いいたします。

・キッズスペースでは、遊具等をご用意しています。

・哺乳瓶、粉ミルク、オムツ等ご持参いただければ保育士の方に対応して頂けます。

・申込書とは別に、次ページ「託児資料」に、お子様の詳細情報をご記入ください。・申込書とは別に、次ページ「託児資料」に、お子様の詳細情報をご記入ください。
ご記入いただきましたら9月7日必着で当社までメールもしくはファックスでご返送ください。
後日、㈱サクセスアカデミー様より利用詳細について連絡させていただきます。

返送先： 鎌倉投信株式会社
メール： event_application@kamakuraim.jp
F A X： 050-3536-3301F A X 050-3536-3301

【キッズスペース運営会社】

株式会社サクセスアカデミー
営業開発部 和田 治
T E L： 0466-29-5560T E L： 0466-29-5560
メール： o-wada@success-academy.net
H P ： http://www.success-academy.net/




